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団体/グループ名 京都府青年国際交流機構・奈良県青年国際交流機構 

参加者 後藤信樹・寺西一章（京都 IYEO）、太田みなみ（奈良 IYEO）ほか 

活動期間 ２０１１年３月２４日 活動場所 京都市勧業館「みやこめっせ」前 

活動内容 

（活動・作業内容/ 

連携団体・自治体/

支援対象属性など） 

今回被災した地域への支援のために義援金を集めるとともに、青年層への意識啓発を目指し、

京都大学の卒業式に合わせて募金活動を行った。 

もともとは京都・奈良 IYEO 会員の同志での話し合いだったので、両 IYEO 会長に許可を取り、合

同での事業開催とすることとした。 

活動準備にあたり、一般協力者に配布するマニュアルと名札、募金に協力いただいた方に配布

する活動内容のチラシを作成し、また管轄警察署に道路使用許可の申請を行った。 

京都 IYEO 会員に対してはメーリングリストで協力の呼びかけを行ったほか、個人的な繋がりで

興味を持っていただいた方にも参加していただき、合計６名が活動を行った。 

 

当日は午前８時半～１０時までと、１１時～１２時半までの合計３時間活動を行い、京都 IYEO の

旗を掲示して大学の卒業生を中心に呼びかけを行った。集まった募金は即日 IYEO 本部の口座

へ振り込みを行い、また活動報告として京都 IYEO のホームページに当日の模様と寄付先を掲

載した。また、道路使用許可申請の手数料を免除していただいたため、振り込み書のコピーを

警察署に提出し、免除の条件となっている活動結果報告を行った。 

 

支援物資/支援金 

（物品名/数/金額） 

※チャリティイベント 

の場合、募金総額/

募金人数など 

 

約 30 名程度の方にご協力をいただき、21,086 円の募金をいただいた。 

その他 

（参加者の感想/ 

今後の改善点/ 

被災者の声・状況） 

（参加者の感想） 

・寒い中での活動であったが、多くの方に声をかけていただき、私自身が元気をもらった。 

・募金に協力いただく度に暖かい心を感じることができ、非常にやりがいを感じた。 

・今回限りにするのではなく、中長期的に活動を行える方法を考えていきたい。 

（協力者の声） 

・親戚も被災している。一刻も早い復興に役立てて欲しい。 

・寒い中、東北のためにご苦労様。頑張って欲しい。 

（今後の改善点） 

・準備期間が短く、告知が十分にできていなかった。準備の手順は把握できたので、実施日が

決まった時点で会員や一般の方に対して告知や呼びかけを行いたい。 

 

（提出日）２０１１年  ３月 ３１日            （提出者）後藤信樹 



Report on Relief Action 
－the Great East Japan Earthquake－ 

 

 

 

 

 

 

Organization/Group International Youth Exchange Organization (IYEO) Kyoto and Nara 

Participants Nobuaki Goto, Kazuaki Teranishi （Kyoto IYEO）, Minami Ohta （Nara IYEO） and 
others. 

Time 24th March 2011 Place In front of “Miyako messe”  
in Kyoto prefecture. 

Details of Action 

Our fund-raising activity was aimed at increasing awareness of youth as well as the 
charity for the stricken area. We conducted it on the same day as the graduation 
ceremony of Kyoto University. 
This fund-raising project was started by individuals among IYEO members, and 
executed after receiving the permission from respective presidents of Kyoto IYEO 
and Nara IYEO. 
We prepared the instructions and the name tags for our staff and the flyers about the 
project to distribute to the contributors. Also, we applied to the police for permission 
to use a public road. 
Asking Kyoto IYEO members for help through the mailing list and calling for 
friends, 6 people joined this project in total. 
We appealed for donation mainly to the graduates of Kyoto University for 3 hours, 
8:30-10:00 and 11:00-12:30 showing the flag of Kyoto IYEO. On the same day, we 
transferred funds to the head office of IYEO’s bank account, and upload the project 
report including information of organization to which we made donations on the 
Kyoto IYEO website. In addition, we reported the project to the police and submitted 
the photocopy of receipt for fund transfer, with which the application fee for the use 
public road was exempted. 
 

Result 21,086 yen from approx. 30 people. 

Others 

（Feedback from members） 
・Although it was cold on that day, many people talked to us and cheered me up. 
・Every time I saw people donating, I felt their kind heart. We think the project was 
worthwhile. 
・It should not be only a one time project. I would like to think about how to make it 
the long-term support. 
（Feedback from the contributors） 
・My relatives are also victims. I hope this donation would help the quick recovery. 
・Thank you for your effort for Tohoku area in such cold weather. Please keep it up. 
（Possible improvements） 
We did not promote enough our activity in advance due to limited time. Now we 
know the procedures so that next time we will announce fund-raising event to IYEO 
members or public as soon as the date is fixed. 
 

 
(Reporting date) March 31, 2011           (Reported by) Nobuki Goto 
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